
書　　名 著　　者 出版社 請求記号

1 できるゼロからはじめるワード&エクセル超入門 Office 2021&Microsoft 365対応 井上 香緒里/著 柳井 美紀/著 インプレス 007/デ

2 図解まるわかりデータサイエンスのしくみ 増井 敏克/著 翔泳社 007/マ

3 世界の魅力的なビーチと湖 息をのむほど美しいビーチと癒やしのレイクサイドを旅の雑学とともに解説 地球の歩き方編集室/編集 地球の歩き方 290/セ

4 県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー 田仕 雅淑/著 技術評論社 291/タ

5 USBメモリー徹底活用技　Windows 11/10対応版 オンサイト/著 技術評論社 548/ユ

288

6 東京の懐かしくて新しい暮らし365日 巡りゆく日々の中で見つけたとびきりのお気に入りたち 中川 よしこ/著 中川 マナブ/著 自由国民社 291.3/ナ ハ

7 フィンランドで気づいた小さな幸せ365日 島塚 絵里/著 パイインターナショナル 293/シ

8 もしキミが、人を傷つけたなら、傷つけられたなら 10代から学んでほしい体と心の守り方 犯罪学教室のかなえ先生/著 フォレスト出版 Ｇ326/ハ

9 60分でわかる!暗号資産超入門　THE BEGINNER'S GUIDE TO CRYPTOASSETS 開米 瑞浩/著 技術評論社 338/カ

10 葬式消滅 お墓も戒名もいらない 島田 裕巳/著 G.B. 385/シ

11 せまりくる巨大地震 知っておくべき巨大地震と火山噴火の脅威 ニュートンプレス 453/セ 375

12 土砂災害の疑問55 日本応用地質学会災害地質研究部会/編 成山堂書店 455/ド サ

13 生きもの毛事典 保谷 彰彦/文 文一総合出版 481/ホ

14 民間療法は本当に「効く」のか 補完代替療法に惑わされないためのヘルスリテラシー 大野 智/著 化学同人 492/オ

15 子どもへのワクチン接種を考える 臨床現場でいま、何が起こっているのか 藤沢 明徳/著 鳥集 徹/著 花伝社 493.8/フ

16 新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと?」答えます 今西 洋介/監修 西東社 493.9/シ

17 子どもの目を守る本 イラスト版 三木 淳司/監修 講談社 496/コ

18 人生が変わる1分姿勢教室 しょうじ/著 幻冬舎 498.3/シ 494.9

コ

19 生きる知恵を授かるアラブのことばと絶景100 地球の歩き方編集室/編集 地球の歩き方 292/イ

20 私をときめかせる服 さりげなく、カッコ良くおしゃれミセスのはじめてソーイング 斉藤 美紀子/著 日本ヴォーグ社 593/サ

21 青パパイヤのレシピ 酵素のパワーで元気になる! +Pプロジェクト/著 池田書店 596/ア

22 家庭で作れる東西南北の伝統インド料理 香取 薫/著 河出書房新社 596/カ

23 スーパーで買った野菜・果物で家庭菜園　YouTubeでわかる! のりんご/著 マイナビ出版 626/ノ

24 絵本のつぎに、なに読もう? 幼年童話と過ごした日々 越高 綾乃/著 かもがわ出版 909/コシ 596

25 どんどん勉強が楽しくなるノート術 いますぐ使えて一生役立つアイデア77 みおりん/著 エクシア出版 G375/ミ タ

26 犬の教科書 気持ちを知ればもっと好きになる! 増田 宏司/監修 ナツメ社 645/イ

27 猫の教科書 気持ちを知ればもっと好きになる! CAMP NYAN TOKYO/監修 ナツメ社 645/ネ

28 東京ディズニーリゾートホテルガイドブック 2022-2023 ディズニーファン編集部/編 講談社 689/ト

910.2

30 50代・60代からのランニングBOOK いくつになっても体は変わる、走りだせる! ランニングマガジンcourir/責任編集 ベースボール・マガジン社 782/ゴ イシ

31 誰でも上達する水泳 佐々木 祐一郎/監修 成美堂出版 785.2/ダ

32 中国語文法講義 話すための思考が身につく! 林 松涛/著 アスク 825/リ

33 先祖探偵 新川 帆立/著 角川春樹事務所 Ｆ/シン

34 オリーブの実るころ 中島 京子/著 講談社 Ｆ/ナカ

35 十津川警部哀悼の列車が走る トラベル・ミステリー傑作集 西村 京太郎/著 徳間書店 Ｆ/ニシ Ｆ

36 あした何着よう 林 真理子/著 マガジンハウス 914.6/ハヤ ホン

37 母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記 2 松浦 晋也/著 日経BP 916/マツ

※Gはティーンズコーナーの本です。

進藤 克己/著 メイツユニバー
サルコンテンツ 760/シ

夢を喰う男 ダービー3勝を遂げた馬主、ノースヒルズ前田幸治の覚悟

言　語　・　文　学　・　小　説

石原 愼太郎/著 幻冬舎

自 然 科 学 ・ 医 学

コンピュータ　・　歴　史　・　地　理 八街市立図書館

江戸の庶民から武士まで200年家系図をつくる本 大きな字でよくわかる

高木 ハツ江/著

算数文章題が解けない子どもたち ことば・思考の力と学力不振

【新しく入った本】 　　ＳＰＥＥＤ＋＋

ビ　ジ　ネ　ス　・　社　会
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旬報社
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プ

つまづきには原因がある。学力の基盤となることばの知識、数・形の概念理解、推論能力
を測るテストを開発した著者らが、その内容や実施結果を紹介。それで測る力が算数・
国語の学力とどのような関係にあるのかを検討する。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

今井 むつみ[ほか]/著 岩波書店

NHK出版

29
石原慎太郎が、「自分と妻」の死後に出版する目的で書いた自伝。弟・裕次郎や家族へ
の愛と感謝、文学・政治への情熱と悔根、通り過ぎていった女たちへの思慕と感傷などを
綴る。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

相対音感を磨くはじめての音感トレーニング
 「聴く&声に出す」で身につく!レッスン用音声データ付き

趣 味 ・ 娯 楽

生　活　・　手　芸　・料　理

上月 正博/著

腎臓の食事療法を単純化したシンプルな食べ方10ヵ条や食後の血糖値を上げない・内
臓脂肪を減らすシンプルな食べ方、腎機能を強める攻めの食べ方を紹介。さらに、食べ
方の効力をアップする歩き方・動き方なども伝える。(TRC　MARCより)

２０２２．9月号　【スピード＋＋】

千葉県ＰＲマスコットキャラクター　チーバくん新しく入った本・これから入る本の情報
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諦めずに進化と変革を目指す者だけが、この世界を生き抜くことができるのだ－。キズ
ナ、ワンアンドオンリー、コントレイルといったダービー馬を育て、人馬一体で悠久の未来
へと疾走する馬主を描いたノンフィクションノベル。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)
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「私」という男の生涯

自分のルーツを知りたい人のための手引き。戸籍の読み解き方から戸籍以上をさかのぼ
る方法、家系図の書き方、武士の家系のたどり方までを、大きな字でわかりやすく解説す
る。実物大戸籍のダウンロードサービス付き。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

幻冬舎

橋本 雅幸/著

文響社

ハツ江おばあちゃんの定番おうち洋食

運動を頑張らなくても腎機能がみるみる強まる食べ方大全 国立大学教授・腎臓の名医が教える

ハンバーグ、オムライス、ポテトサラダ、ポタージュ、パエリア…。「ＮＨＫきょうの料理ビギ
ナーズ」の人気キャラクター高木ハツ江さんが、おうちで気軽につくれる洋食をわかりや
すく教えます。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)
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【これから入る予定の本】
【気になるビジネス書ベスト5】

書　名 著　者 出版社 請求記号

1 ブログで5億円稼いだ方法 きぐち/著 ダイヤモンド社 673/キ

No. 書　　名 著　　者 出版社 刊行予定日 2 コトラーのマーケティング5.0 デジタル・テクノロジー時代の革新戦略 フィリップ　コトラー[ほか]/著 朝日新聞出版 675/コ

1 あなたへの挑戦 阿津川 辰海/著　斜線堂 有紀/著 講談社 9/27 3 知らないと損をする税金の話 副業のプロと税理士がタッグで教える 横田 秀作/著 俣野 成敏/著 Clover出版 345/ヨ

2 あらゆる薔薇のために 潮谷 験/著 講談社 9/27 ４ Q&A電子契約入門 宮内 宏/著 中央経済社 324/ミ

3 虎のたましい人魚の涙 くどう れいん/著 講談社 9/20 5 おうちワークの文具術　仕事がはかどり暮らしが整う 高橋 拓也/著 玄光社 589/タ

4 怪盗フラヌールの巡回 西尾 維新/著 講談社 9/5

5 うきよの恋花　好色五人女別伝 周防 柳/著 集英社 10/3 【気になるＢＯＯＫベスト１０】
6 ええじゃないか 谷津 矢車/著 中央公論新社 9/15 書　名 著　者 出版社 請求記号

7 濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川 有栖/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9/28 1 よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続 宮部 みゆき/著 KADOKAWA Ｆ/ミヤ

8 かんむり 彩瀬 まる/著 幻冬舎 9/12 2 作家刑事毒島の嘲笑 中山 七里/著 幻冬舎 Ｆ/ナカ

9 invert２　覗き窓の死角 相沢 沙呼/著 講談社 9/12 ３ こいごころ (「しゃばけ」シリーズ[21]) 畠中 恵/著 新潮社 F/ハタ

10 シャドウワーク 佐野 広実/著 講談社 9/26 4 先祖探偵 新川 帆立/著 角川春樹事務所 Ｆ/シン

11 素数とバレーボール 平岡 陽明/著 講談社 9/5 5 八丁越 (新・酔いどれ小籐次 24) 佐伯 泰英/著 文藝春秋 ＢＦ/サエ

12 月の三相 石沢 麻依/著 講談社 8/下 6 クローゼットファイル (仕立屋探偵桐ケ谷京介 [2]) 川瀬 七緒/著 講談社 Ｆ/カワ

13 はぐれんぼう 青山 七恵/著 講談社 9/20 ７ あきない世傳金と銀 13 高田 郁/著 角川春樹事務所 ＢＦ/タカ

14 リバー 奥田 英朗/著 集英社 9/21 8 御留山 (新・酔いどれ小籐次 25) 佐伯 泰英/著 文藝春秋 ＢＦ/サエ

15 たとえば、葡萄 大島 真寿美/著 小学館 9/14 ９ 無恥の恥 酒井 順子/著 文藝春秋 Ｂ914.6/サカ

16 若葉荘の暮らし 畑野 智美/著 小学館 9/5 10 財布は踊る 原田 ひ香/著 新潮社 Ｆ/ハラ

17 夏日狂想 窪 美澄/著 新潮社 9/30

18 しろがねの葉 千早 茜/著 新潮社 9/30 【気になる電子図書】
19 ドラゴンズ・タン 宇佐美 まこと/著 新潮社 9/15 No. 書　　名 著　者

20 イオカステの揺籃 遠田 潤子/著 中央公論新社 9/6 1 幸せになる超ライフハック 精神科医kagshunが教えるつらさを手放す方法 kagshun/著

21 いけない　２ 道尾 秀介/著 文藝春秋 9/20 2 あした死ぬかもよ? 人生最後の日に笑って死ねる27の質問 ひすい こたろう/著

22 オリンピックを殺す日 堂場 瞬一/著 文藝春秋 9/7 3 日本人を日本人たらしめているものは何か 韓国人による日韓比較論 シンシアリー/著

23 クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介/著 文藝春秋 9/21 4 図解眠れなくなるほど面白い職業と給料の話 高田 晃一/監修

24 ペットショップ無惨　池袋ウエストゲートパーク　18 石田 衣良/著 文藝春秋 9/8

25 君のクイズ 小川 哲/著 朝日新聞出版 10/5

26 高島太一を殺したい五人 石持 浅海/著 光文社 9/20 6 間々田佳子のかんたん顔筋トレ 1週間後には「マイナス7歳」見ちがえる! 間々田 佳子/著

27 うさぎの町の殺人 周木 律/著 実業之日本社 9/15 7 いつになったらキレイになるの?  私のぐるぐる美容道 自分の姿を気に入っておきたい 田房 永子/著

28 マル暴ディーヴァ 今野 敏/著 実業之日本社 9/6 8 瘦せるズボラ飯 じゅん/著

29 出てこい海のオバケたち 椎名 誠/著 新日本出版社 9/7 9 一度は読んでおきたい現代の名短篇 湯川 豊/著

30 鬼女 鳴海 風/著 早川書房 9/13 10 思い立ったら隠居 週休5日の快適生活 大原 扁理/著

31 探偵と家族 森 晶麿/著 早川書房 9/13

32 爆弾犯と殺人犯の物語　第43回小説推理新人賞受賞 久保 りこ/著 双葉社 9/13

33 れんげ出合茶屋 泉 ゆたか/著 双葉社 9/13

34 付き添うひと 岩井 圭也/著 ポプラ社 9/20 　　図書館はあなたの『知』『学』『遊』を応援します

35 天下大乱 伊東 潤/著 朝日新聞出版 10/5 　　 電話：０４３－４４４－４９４６（９：００～１７：００）　　ＦＡＸ：０４３－４４４－４０９６

36 春いちばん　賀川豊彦の妻ハルのはるかな旅路 玉岡 かおる/著 家の光協会 10/中 https://www.library.yachimata.chiba.jp/

37 湊かなえのことば結び 湊 かなえ/著 角川春樹事務所 9/30 https://www.library.yachimata.chiba.jp/mobile/　（携帯用）

38 奇跡を蒔く人 五十嵐 貴久/著 光文社 9/20

出版社

扶桑社

これから１カ月以内に図書館に入る予定の本です。図書館にお電話いただくか、ま
たはホームページ上のリクエスト受付からメール送信してお申込みください。

※気になるビジネス書の棚にあります！

筑摩書房

小学館

5 KADOKAWA笹川 大瑛/著

 略記号：B＝文庫、F＝日本の小説 

※八街市電子図書館の特集にこのテーマがあります

ディスカヴァー・トゥエンティワン

電子書籍をご利用ください。図書館ホームページの『電子図書館サービス』のバナーをクリック！！

図書館（公式）ツイッ
ター発信しています！
@yachimata_lib

八街市立図書館

KADOKAWA

KADOKAWA

日本文芸社

KADOKAWA

扶桑社

腰の痛みが10秒で解消!サボリ筋コンディショニング
体操やストレッチより効果絶大!


